No.1
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

財務会計システム問合せ
サービス 一式

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

東京都品川区大井１－４７－
１
株式会社ニッセイコム

予定価格

―

契約金額
（円）

2,898,000

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

備

考

参加者の有無を確認する公募にお
いて、本件に係る相手方は他に存
在せず競争を許さないことから、 （月額）230,000円×12ヵ月
本機構会計規程第１６条第１項及
一式2,760,000円 消費税 138,000円
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
財務会計システム稼動維持 機構 理事長 梶山 千里
支援サービス 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都品川区大井１－４７－
１
株式会社ニッセイコム

―

2,236,500

参加者の有無を確認する公募にお
いて、本件に係る相手方は他に存
在せず競争を許さないことから、 （月額）177,500円×12ヵ月
本機構会計規程第１６条第１項及
一式2,130,000円 消費税 106,500円
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
メール一括送信システム保 機構 理事長 梶山 千里
式
奈
横 市
津
守 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21 4 1
H21.4.1

愛知県名古屋市西区新道２－
１５－１
１５
１
東海ソフト株式会社

―

3 780 000
3,780,000

参加者の有無を確認する公募にお
いて、本件に係る相手方は他に存
（月額）150,000円×24ヵ月
在せず競争を許さないことから、
3 600 000円
一式
式 3,600,000円
消費税
会
第
条第
本機構会計規程第１６条第１項及
180,000円
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
学生支援情報データベース 機構 理事長 梶山 千里
システム保守 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都港区芝浦１－１－１
東芝ソリューション株式会社

―

13,104,000

参加者の有無を確認する公募にお
いて、本件に係る相手方は他に存
（月額）520,000円×24ヵ月
在せず競争を許さないことから、
一式 12,480,000円 消費税 624,000
本機構会計規程第１６条第１項及
円
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0
独立行政法人日本学生支援
インフォメーションボード 機構 理事長 梶山 千里
システム運用保守 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都千代田区内幸町１－１
－６
エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社

―

8,316,000

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本学生支援機構の規程等
機構 理事長 梶山 千里
及び法令の検索・閲覧サー
神奈川県横浜市緑区長津田
ビスの提供 一式
町4259

H21.4.1

東京都中央区銀座７－４－１
２
株式会社ぎょうせい

―

7,493,850

参加者の有無を確認する公募にお
いて、本件に係る相手方は他に存
（月額）660,000円×12ヵ月
在せず競争を許さないことから、
一式 7,920,000円
消費税
本機構会計規程第１６条第１項及
396,000円
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

参加者の有無を確認する公募にお
いて、本件に係る相手方は他に存
在せず競争を許さないことから、
一式 7,137,000円
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

消費税 356,850円

No.2
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

ＡＬＭシステム保守 一式

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

東京都千代田区有楽町１－１
０－１
アビームコンサルティング株
式会社

予定価格

―

契約金額
（円）

2,835,000

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

備

考

ＡＬＭシステムを開発し、著作権
を有する会社でなければ保守を実
施することができないことから、 （月額）225,000円×12ヵ月
本機構会計規程第１６条第１項及 一式2,700,000円
消費税 135,000円
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

財投機関債の格付業務 一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都中央区銀座5-15-8
株式会社日本格付研究所

―

3,675,000

債券市場においては、投資に係る
指標として同一格付機関における
格付の継続性が重視されているこ
とから日本育英会債券発行時より
継続的に格付けを行っている格付
機関の変更による信用低下を避け
格付料金 年間一括 3,500,000円
るため、また、参加者の有無を確
費税 175,000円
認する公募を行ったが、参加の意
思表明をした他の格付機関はな
かったことから、本機構会計規程
第１６条第１項及び契約事務取扱
細則第２３条第１項第１号に該当
するため。

―

消

0

財投機関債の格付業務 一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都中央区日本橋1-4-1
株式会社格付投資情報セン
ター

―

7,287,000

債券市場においては、投資に係る
指標として同一格付機関における
格付の継続性が重視されているこ
とから日本育英会債券発行時より
継続的に格付けを行っている格付
機関の変更による信用低下を避け 年間基本手数料 1,000,000円＋本格付
るため、また、参加者の有無を確 手数料5,940,000円
認する公募を行ったが、参加の意 消費税 347,000円
思表明をした他の格付機関はな
かったことから、本機構会計規程
第１６条第１項及び契約事務取扱
細則第２３条第１項第１号に該当
するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
ＴＣＳソフトライセンス利 機構 理事長 梶山 千里
用契約 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都千代田区一番町２１
株式会社アイティフォー

―

13,141,800

延滞債権管理システム（ＴＣＳ）
を開発し、著作権を有する会社で
（月額） 1,043,000円×12ヵ月
なければできないことから、本機
一式 12,516,000円 消費税 625,800
構会計規程第１６条第１項及び契
円
約事務取扱細則第２３条第１項第
１号に該当するため。

―

0

No.3
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

「奨学金貸与・返還・情報
個別管理システム（イクシ
ス）」使用機器の賃貸借及
びプログラム・プロダクト
の使用 一式

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

東京都江東区新砂１－６－２
７
株式会社日立製作所

予定価格

―

契約金額
（円）

399,037,968

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

備

考

当該システムは（株）日立製作所
が開発したシステムであり、この
基本ソフト及び機器上でなければ
（月額）31,669,680円×12ヵ月
動作せず、この基本ソフトの著作
一式 380,036,160円 消費税
権を同社が有し競争を許さないこ
19,001,808円
とから、本機構会計規程第１６条
第１項及び契約事務取扱細則第２
３条第１項に該当するため。

―

0

ＴＣＳソフト保守 一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都千代田区一番町２１
株式会社アイティフォー

―

2,998,800

延滞債権管理システム（ＴＣＳ）
を開発し、著作権を有する会社で
（月額） 238,000円×12ヵ月
なければできないことから、本機
一式 2,856,000円 消費税 142,800
構会計規程第１６条第１項及び契
円
約事務取扱細則第２３条第１項第
１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
文書決裁及び決裁済文書管 機構 理事長 梶山 千里
理システム保守 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都港区芝浦１－１－１
東芝ソリューション株式会社

―

5,667,480

当該ソフトは業務パッケージソフ
ト（ArcFort）をカスタマイズして
構築したものであり、著作権を有
（月額）224,900円×24ヵ月
する会社でなければ保守を実施で
一式 5,397,600円 消費税 269,880
きず競争を許さないことから、本
円
機構会計規程第１６条第１項及び
契約事務取扱細則第２３条第１項
第１号に該当するため。

―

0

日本留学試験関連ソフト
ウェア使用権の更新一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都中央区勝どき１丁目１
３番１号
ＳＡＳ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
Ｊａｐａｎ 株式会社

―

1,729,350

日本留学試験では試行試験等で得
られた各種データをもとに、等化
のためのプログラムをSASで構築し
ており、他のソフトウェアの代用
は不可能であり、また更新は不可
欠である。SAS Institute Japan株
式会社は、本ソフトウェアのメー 一式1,647,000円 消費税82,350円
カー会社であり、直接契約以外の
方法がないことから、相手方は他
に存在せず、競争を許さないこと
から本機構会計規程第１６条第１
項及び契約事務取扱細則第２３条
第１項第１号に該当するため。

―

0

No.4
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
国際交流会館等管理運営業 機構 理事長 梶山 千里
務 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

東京都目黒区駒場4丁目5番29
号
財団法人日本国際教育支援協
会

予定価格

―

契約金額
（円）

449,999,550

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

備

本機構が設置する全国１６箇所の
国際交流会館等（契約１４箇所）
には、世界数十カ国からの外国人
留学生が居住しており、生活習
慣・宗教等文化的な背景による諸
問題の解決手段を熟知した組織に
よる安定した継続的な管理運営と
全会館同質のサービスを提供する
必要がある。財団法人日本国際教
育支援協会は発足の際に過去５０ 一式428,571,000円
年に渡る国際交流会館等管理運営 円
のノウハウと高い専門能力を有す
る職員を承継しており、外国人留
学生に対して教育的な立場からの
サービス提供能力や居住施設の管
理能力において優れており、この
ような組織は他に存在しないこと
から、本機構会計規程第１６条第
１項及び契約事務取扱細則第２３
条第１項第１号に該当するため
条第１項第１号に該当するため。

―

考

消費税21,428,550

1

仙台第一国際交流会館
掃管理業務 一式

独立行政法人日本学生支援
清 機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

宮城県仙台市青葉区国分町18-14
株式会社楠産業

―

2,944,536

―

対象となる仙台第一国際交流会館
は、財団法人宮城県国際交流協会
と本機構により合築され、共同管
理で運営されている施設である。
管理運営については「管理運営に
関する覚書」の取り決めに基づき
共同で行うこととしており、効率
的な管理上、一体不可分な施設と
して合築先と業務を共同で実施す
る必要があり、協議の結果、合築
先において調達を行い、負担割合
に基づき契約を行う必要があるこ
とから、契約事務取扱細則第２３
条第１項第１号に該当するため。

月額245,378円×12ヵ月
（内消費税
140,216円を含む。）
（契約金額5,712,000円×面積按分比
51,55％）

対象となる仙台第一国際交流会館
は、財団法人宮城県国際交流協会
と本機構により合築され、共同管
理で運営されている施設である。
管理運営については「管理運営に
関する覚書」の取り決めに基づき
共同で行うこととしており、効率
的な管理上、一体不可分な施設と
して合築先と業務を共同で実施す
る必要があり、協議の結果、合築
先において調達を行い、負担割合
に基づき契約を行う必要があるこ
とから、契約事務取扱細則第２３
条第１項第１号に該当するため

月額177,726円×1ヶ月＋177,718円×
11ヶ月 （内消費税101,554 円を含
む。）
（契約金額4,137,000円×面積按分比
51,55％）

0

独立行政法人日本学生支援
仙台第一国際交流会館 管
機構 理事長 梶山 千里
理人業務及び防災設備等機
神奈川県横浜市緑区長津田
器保守点検業務 一式
町4259

H21.4.1

宮城県仙台市青葉区国分町18-14
株式会社楠産業

―

2,132,624

―

No.5
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
金沢国際交流会館 管理人
機構 理事長 梶山 千里
業務及び防災設備等機器保
神奈川県横浜市緑区長津田
守点検業務 一式
町4259

契約を締結し
た日

契約の相手方の氏名及び住所

H21.4.1

石川県金沢市上安原町117街区
１番地
株式会社北陸綜合防災セン
ター

予定価格

―

契約金額
（円）

1,803,892

落札率

再就職の役
員の数

―

随意契約によることとした理由

備

考

当該施設は、財団法人石川県国際
交流協会との合築施設であり、効
率的な施設運営のため共同管理を
行っている。本契約は合築先が調
達した業者と契約を行うものであ
り、競争を許さないものであるた
め。

月額153,892円×1ヶ月＋150,000円×
11ヶ月(消費税85,899円含む）
（契約金額4,494,000円×面積按分比
40.14％）

当該施設は、財団法人石川県国際
交流協会との合築施設であり、効
率的な施設運営のため共同管理を
行っている。本契約は合築先が調
達した業者と契約を行うものであ
り、競争を許さないものであるた
め。

月額110,427円×1ヶ月＋121,000円×
11ヶ月（消費税68,639円含む）
（契約金額3,591,000円×面積按分比
40.14％）

0

金沢国際交流会館
理業務 一式

独立行政法人日本学生支援
清掃管 機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

石川県金沢市西念4-18-40
株式会社文教コーポレーショ
ン

―

1,441,427

―

0

独立行政法人日本学生支援
札幌国際交流会館土地賃借 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

札幌市中央区北１条西２丁目
札幌市

―

1,548,323

本機構が設置する札幌国際交流会
館の敷地であり 代替性の無い土
館の敷地であり、代替性の無い土
地について地方公共団体より賃借
するものであることから、本機構
会計規程第16条第１項及び契約事
務取扱細則第23条第１項第12号に
該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
金沢国際交流会館土地賃借 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

金沢市鞍月１－１
石川県

―

8,415,250

本機構が設置する金沢国際交流会
館の敷地であり、代替性の無い土
地について地方公共団体より賃借
するものであることから、本機構
会計規程第16条第１項及び契約事
務取扱細則第23条第１項第12号に
該当するため。

―

0

No.6
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
京都国際交流会館土地賃借 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

京都市中京区寺町通御池上ル
上本能寺前町４８８
京都市

予定価格

―

契約金額
（円）

64,075,895

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

備

考

本機構が設置する京都国際交流会
館の敷地であり、代替性の無い土
地について地方公共団体より賃借
するものであることから、本機構
会計規程第16条第１項及び契約事
務取扱細則第23条第１項第12号に
該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
大阪日本語教育センター土 機構 理事長 梶山 千里
地・建物賃借一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

大阪市北区中之島１－３－２
０
大阪市

―

41,624,891

本機構が設置する大阪日本語教育
センターの敷地及び建物であり、
代替性の無い土地及び建物につい
て地方公共団体より賃借するもの
であることから、本機構会計規程
第16条第１項及び契約事務取扱細
則第23条第１項第12号に該当する
ため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
福岡国際交流会館土地賃借 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

福岡市中央区天神１－８－１
福岡市

―

3,191,572

本機構が設置する福岡国際交流会
本機構
設置す 福岡国際交流会
館の敷地であり、代替性の無い土
地について地方公共団体より賃借
するものであることから、本機構
会計規程第16条第１項及び契約事
務取扱細則第23条第１項第12号に
該当するため。

―

0

市谷事務所建物賃貸一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

新宿区市谷本村町１０－７
文教関係団体厚生年金基金

―

514,080

文教関係団体厚生年金基金は本機
構職員等の厚生年金事務を取り扱
う特別な公法人で、発足の経緯や
事務内容で本機構と密接な関係が
あり、発足時より本機構内に事務
42,840円（税込月額)×12ヵ月
所を有しその事務所賃貸契約は契
収入】
約の性質または目的が競争を許さ
ない場合に当たるので本機構会計
規程第16条第１項及び契約事務取
扱細則第23条第１項第１号に該当
するため。

―

0

【賃貸

No.7
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
東京日本語教育センター建 機構 理事長 梶山 千里
物賃貸一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

新宿区北新宿３－２２－７
アスジャ・インターナショナ
ル

予定価格

―

契約金額
（円）

636,431

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

備

考

アスジャ・インターナショナルは
東京日本語教育センター内に事務
所を有する外務省から拠出金を受
けている国際団体で、発足の経緯
や業務内容から本機構と密接な関
係があり、かつ本機構東京日本語 636,431円（税込年額）
センター内に事務室を有し、その 入】
建物賃貸契約は契約の性質または
目的が競争を許さない場合に当た
るので本機構会計規程第16条第１
項及び契約事務取扱細則第23条第
１項第１号に該当するため。

―

【賃貸収

0

独立行政法人日本学生支援
東京日本語教育センター施 機構 理事長 梶山 千里
設賃貸一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

新宿区北新宿３－２２－７
アスジャ・インターナショナ
ル

―

826,800

アスジャ・インターナショナルは
東京日本語教育センター内に事務
所を有する外務省から拠出金を受
けている国際団体で、必要に応じ
施設を賃借使用しているもので
68 900円（税込月額）×12ヵ月
施設を賃借使用しているもので、
68,900円（税込月額）×12ヵ月
その施設賃貸契約はその性質また 【賃貸収入】
は目的が競争を許さない場合に当
たるので本機構会計規程第16条第
１項及び契約事務取扱細則第23条
第１項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
京都学生支援会館建物賃貸 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

京都市左京区吉田本町
国立大学法人京都大学

―

10,306,000

京都大学は本機構と密接な関係を
有する国立大学法人であり、本機
構施設について国立大学法人へ賃
10,306,000円（税込年額）
貸するものであることから、本機
入】
構会計規程第16条第１項及び契約
事務取扱細則第23条第１項第12号
に該当するため。

―

【賃貸収

0

福岡国際交流会館
務 一式

独立行政法人日本学生支援
警備業 機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

福岡県福岡市博多区大井2-109
株式会社ナンゴー

―

5,040,000

本件の一般競争入札において、再
度の入札に付しても落札者がな
く、入札不調となったことから、 月額400,000円×12ヵ月
本機構会計規程第16条第1項及び契 一式4,800,000円 消費税240,000円
約事務取扱細則第23条第1項第13号
に該当するため。

―

0

No.8
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
平成２１年３月満期者返還
機構 理事長 梶山 千里
誓約書データエントリー業
神奈川県横浜市緑区長津田
務 一式
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

埼玉県川越市六軒町２－１６
－４
株式会社ＫＳソリューション
ズ

予定価格

―

契約金額
（円）

17,736,600

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

本件の一般競争入札において、再
度の入札に付しても落札者がな
く、入札不調となったことから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３第１項
第１３号に該当するため。

―

備

考

（単価契約）
人的保証 第一種 高等学校・専修学校
82.4円×32,000件、第一種 大学・大
学院・高等専門学校82.4円×53,000
件、第二種 きぼう２１プラン82.4円
×115,000件、エラー回復82.4円×
5,000件
一式16,892,000円 消費税844,600円
（経費概算）

0

独立行政法人日本学生支援
スカラネット用Webサーバ保 機構 理事長 梶山 千里
守 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都江東区新砂１－６－２
７
株式会社日立製作所

―

13,860,000

本件の一般競争入札において、再
度の入札に付しても落札者がな
（月額）1,100,000円×12ヵ月
く、入札不調となったことから、
一式 13,200,000円 消費税
本機構会計規程第１６条第１項及
660,000円
び契約事務取扱細則第２３第１項
第１３号に該当するため。

―

0

｢帰国外国人留学生短期研究
制度｣により招へいする外国
人研究者及び「帰国外国人
留学生研究指導事業」に係
る航空券手配委託一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都港区東新橋一丁目9番3
号
日本通運株式会社

―

14,664,615

本件企画競争による公募におい
て、審査を経て選定された企画内
容を実行できる相手方は他に存在
せず、競争を許さないことから本 経費概算
機構会計規程第１６条第１項及び
契約事務取扱細則第２３条第１項
第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
東京工業大学不動産賃貸借 機構 理事長 梶山 千里
契約
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都目黒区大岡山２－12－
１ 国立大学法人東京工業大
学

―

6,653,993

本機構と密接な関係にある国立大
学法人東京工業大学からの不動産
賃借であり、本機構本部の不動産
土地 199,283円 建物
の賃借という代替性のない賃貸借
固定資産税 188,417円
契約でもあるので、本機構会計規
程及び契約事務取扱細則に則り随
意契約を行った。

―

0

6,266,293円

No.9
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
札幌国際交流会館・駒場事
機構 理事長 梶山 千里
務所
神奈川県横浜市緑区長津田
建物賃貸一式
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

東京都目黒区駒場4－5－29
財団法人日本国際教育支援協
会

予定価格

―

契約金額
（円）

40,400,146

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

備

財団法人日本国際教育支援協会
は、機構が実施する国際交流会館
等の管理運営を受託するととも
に、学生支援に関する業務を連携
しながら実施する法人であり、建
物を貸付けることのより、機構の
業務に支障がなく、目的を妨げな 年間 38,476,330円
いものであるため、固定資産管理 円【賃貸収入】
事務取扱要項第３に基づき貸付先
を特定し、認めるものであるとこ
ろから、本機構会計規程第１６条
第１項及び契約事務取扱細則第２
３条第１項第１号に該当するた
め。

―

考

消費税 1,923,916

1

名古屋分室・大阪第一国際
名古屋分室
大阪第 国際
交流会館（2号館）・広島国
際交流会館
土地賃借一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都目黒区駒場
東京都目黒区駒場4－5－29
財団法人日本国際教育支援協
会

―

41,212,271

機構が所有する国際交流会館等建
物の敷地であり、代替性がない土
地に
て賃借するも であるこ
地について賃借するものであるこ
とから、本機構会計規程第１６条 年間 41,212,271円（土地賃借）
第１項及び契約事務取扱細則第２
３条第１項第１号に該当するた
め。

―

1

仙台国際交流会館
土地使用賃借一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

宮城県仙台市青葉区川内
財団法人仙台国際育友会

―

2,220,000

機構が所有する国際交流会館等建
物の敷地であり、代替性がない土
地について賃借するものであるこ
とから、本機構会計規程第１６条 年間 2,220,000円（土地賃借）
第１項及び契約事務取扱細則第２
３条第１項第１号に該当するた
め。

―

0

No.10
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施委託 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

1209-1211, 12th Floor New
Delhi House 27,Barakhamba
Road New Delhi India
インド文部省留学生協会（Ｍ
ＯＳＡＩ）

予定価格

―

契約金額
（円）

1,102,643

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

本試験の国外実施に当たっては、
リスニング試験の実施等を踏まえ
た適切な会場の確保や国内の実施
と同等の試験実施体制の確保を必
須要件としており、在外公館より
推薦のあった海外の機関につい
経費概算
て、本機構が設置する実施委員会
で実施協力機関として決定し、外
国で契約するものであることか
ら、本機構会計規程第１６条第１
項及び契約事務取扱細則第２３条
第１項第１１号に該当するため。

―

0

独立行政法
本学生支援
独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施委託 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

2nd Floor Sibunruang 2
Building,1/7 Convent Road,
Silom, Bangrak,
BangkokThailand
タイ国元日本留学生協会
（OJSAT)

―

1,425,206

本試験の国外実施に当たっては、
リスニング試験の実施等を踏まえ
た適切な会場の確保や国内の実施
と同等の試験実施体制の確保を必
件
在
館
須要件としており、在外公館より
推薦のあった海外の機関につい
経費概算
て、本機構が設置する実施委員会
で実施協力機関として決定し、外
国で契約するものであることか
ら、本機構会計規程第１６条第１
項及び契約事務取扱細則第２３条
第１項第１１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施委託 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

Kampus UI Depok, Depok
16424 Indonesia
インドネシア大学

―

2,298,317

本試験の国外実施に当たっては、
リスニング試験の実施等を踏まえ
た適切な会場の確保や国内の実施
と同等の試験実施体制の確保を必
須要件としており、在外公館より
推薦のあった海外の機関につい
経費概算
て、本機構が設置する実施委員会
で実施協力機関として決定し、外
国で契約するものであることか
ら、本機構会計規程第１６条第１
項及び契約事務取扱細則第２３条
第１項第１１号に該当するため。

―

0

備

考

No.11
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施委託 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

台北市辛亥路二段１７０號
財団法人 語言訓練測験中心

予定価格

―

契約金額
（円）

6,963,558

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

本試験の国外実施に当たっては、
リスニング試験の実施等を踏まえ
た適切な会場の確保や国内の実施
と同等の試験実施体制の確保を必
須要件としており、在外公館より
推薦のあった海外の機関につい
経費概算
て、本機構が設置する実施委員会
で実施協力機関として決定し、外
国で契約するものであることか
ら、本機構会計規程第１６条第１
項及び契約事務取扱細則第２３条
第１項第１１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施委託 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

釜山広域市沙上区徳浦洞４０
４－５
社団法人 釜山韓日交流セン
ター

―

7,382,067

本試験の国外実施に当たっては、
リスニング試験の実施等を踏まえ
た適切な会場の確保や国内の実施
と同等の試験実施体制の確保を必
須要件としており、在外公館より
推薦のあった海外の機関につい
経費概算
て、本機構が設置する実施委員会
で実施協力機関として決定し、外
国で契約するものであることか
ら、本機構会計規程第１６条第１
項及び契約事務取扱細則第２３条
第１項第１１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施委託 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

ソウル特別市瑞草区瑞草洞１
３１９－１１
社団法人 韓日協会

―

18,077,157

本試験の国外実施に当たっては、
リスニング試験の実施等を踏まえ
た適切な会場の確保や国内の実施
と同等の試験実施体制の確保を必
須要件としており、在外公館より
推薦のあった海外の機関につい
経費概算
て、本機構が設置する実施委員会
で実施協力機関として決定し、外
国で契約するものであることか
ら、本機構会計規程第１６条第１
項及び契約事務取扱細則第２３条
第１項第１１号に該当するため。

―

0

備

考

No.12
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施委託 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

Jl. Sumatera 92 C, Surabaya
Indonesia
国際文化交流センター

予定価格

―

契約金額
（円）

1,424,012

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

備

考

本試験の国外実施に当たっては、
リスニング試験の実施等を踏まえ
た適切な会場の確保や国内の実施
と同等の試験実施体制の確保を必
須要件としており、在外公館より
推薦のあった海外の機関につい
経費概算
て、本機構が設置する実施委員会
で実施協力機関として決定し、外
国で契約するものであることか
ら、本機構会計規程第１６条第１
項及び契約事務取扱細則第２３条
第１項第１１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
障害学生受入促進研究委託 機構 理事長 梶山 千里
事業 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21 4 1
H21.4.1

東京都千代田区霞が関３－２
２
－２
文部科学省高等教育局

―

14 372 000
14,372,000

本件は、平成20年度に文部科学省
高等教育局が実施した公募に、本
機構学生生活部が申請し選定され
た事業について、本年度も継続し
一式
式 14,372,000円（消費税含む）
て実施するものであるから 本機
て実施するものであるから、本機
【受託】
構会計規程第16条第1項および契約
事務取扱細則第23条第1項第1号
（契約の性質又は目的が競争を許
さない場合）に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
エージェント基本契約 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都千代田区有楽町1－1－2
株式会社三井住友銀行

―

5,565,000

本件では、公募による企画競争に
おける審査の結果、企画内容を実
行できる相手方が１社のみであっ 手数料500,000円×7回＋600,000円×3
たことから、競争を許さないもの 回
として本機構会計規程第１６条第 一式5,300,000円
消費税 265,000円
１項及び契約事務取扱細則第23条
第１項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
障害学生受入促進研究委託 機構 理事長 梶山 千里
事業（東京大学） 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都文京区本郷７－３－１
国立大学法人 東京大学

―

1,994,059

―

0

本件は、平成20年度に文部科学省
高等教育局が実施した公募に、本
機構学生生活部が申請し選定され
た事業について、本年度も継続し
て実施するものであり、文部科学
省高等教育局へ提出し受領された
一式
実施計画書においては、東京大学
円
へ委託することが条件となってい
ることから、本機構会計規程第16
条第1項および契約事務取扱細則第
23条第1項第1号（契約の性質又は
目的が競争を許さない場合）に該
当するため。

1,899,104円

消費税 94,955

No.13
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
障害学生受入促進研究委託 機構 理事長 梶山 千里
事業（同志社大学） 一式 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

京都府京都市上京区今出川通
烏丸東入玄武町601
学校法人 同志社大学

予定価格

―

契約金額
（円）

2,000,000

落札率

再就職の役
員の数

―

0

独立行政法人日本学生支援
障害学生受入促進研究委託
機構 理事長 梶山 千里
事業（宮城教育大学） 一
神奈川県横浜市緑区長津田
式
町4259

H21.4.1

宮城県仙台市青葉区荒巻字青
葉149
国立大学法人 宮城教育大学

―

2,000,000

―

0

独立行政法人日本学生支援
平成21年度 障害学生受入
機構 理事長 梶山 千里
促進研究委託事業（広島大
神奈川県横浜市緑区長津田
学） 一式
町4259

H21.4.1

広島県広島市鏡山１－３－２
国立大学法人 広島大学

―

2,000,000

―

0

独立行政法人日本学生支援
平成21年度 障害学生受入
機構 理事長 梶山 千里
促進研究委託事業（関西学
神奈川県横浜市緑区長津田
院大学） 一式
町4259

H21.4.1

兵庫県西宮市上ヶ原一番町１
－155
学校法人 関西学院

―

1,908,500

―

随意契約によることとした理由
本件は、平成20年度に文部科学省
高等教育局が実施した公募に、本
機構学生生活部が申請し選定され
た事業について、本年度も継続し
て実施するものであり、文部科学
省高等教育局へ提出し受領された
一式
実施計画書においては、同志社大
円
学へ委託することが条件となって
いることから、本機構会計規程第
16条第1項および契約事務取扱細則
第23条第1項第1号（契約の性質又
は目的が競争を許さない場合）に
該当するため。
本件は、平成20年度に文部科学省
高等教育局が実施した公募に、本
機構学生生活部が申請し選定され
た事業について、本年度も継続し
て実施するものであり、文部科学
省高等教育局へ提出し受領された
省高等教育局
提出し受領された
式
一式
実施計画書においては、宮城教育
円
大学へ委託することが条件となっ
ていることから、本機構会計規程
第16条第1項および契約事務取扱細
則第23条第1項第1号（契約の性質
又は目的が競争を許さない場合）
に該当するため。
本件は、平成20年度に文部科学省
高等教育局が実施した公募に、本
機構学生生活部が申請し選定され
た事業について、本年度も継続し
て実施するものであり、文部科学
省高等教育局へ提出し受領された
実施計画書においては、広島大学 一式
へ委託することが条件となってい
ることから、本機構会計規程第16
条第1項および契約事務取扱細則第
23条第1項第1号（契約の性質又は
目的が競争を許さない場合）に該
当するため。
本件は、平成20年度に文部科学省
高等教育局が実施した公募に、本
機構学生生活部が申請し選定され
た事業について、本年度も継続し
て実施するものであり、文部科学
省高等教育局へ提出し受領された
実施計画書においては、関西学院 一式
大学へ委託することが条件となっ
ていることから、本機構会計規程
第16条第1項および契約事務取扱細
則第23条第1項第1号（契約の性質

備

考

1,904,762円

消費税

95,238

1 904 762円
1,904,762円

消費税

95 238
95,238

1,904,762円

消費税 95,238円

1,817,620円

消費税 90,880円

No.14
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
平成21年度 障害学生受入
機構 理事長 梶山 千里
促進研究委託事業（富山大
神奈川県横浜市緑区長津田
学） 一式
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

富山県富山市五福3190
国立大学法人 富山大学

予定価格

―

契約金額
（円）

2,066,020

落札率

再就職の役
員の数

―

0

独立行政法人日本学生支援
平成21年度 障害学生受入
機構 理事長 梶山 千里
促進研究委託事業（筑波大
神奈川県横浜市緑区長津田
学） 一式
町4259

H21.4.1

茨城県つくば市天王台１－１
茨城県つくば市天王台１
１
－１
国立大学法人 筑波大学

―

2,000,000

―

0

随意契約によることとした理由

備

考

本件は、平成20年度に文部科学省
高等教育局が実施した公募に、本
機構学生生活部が申請し選定され
た事業について、本年度も継続し
て実施するものであり、文部科学
省高等教育局へ提出し受領された
実施計画書においては、富山大学 一式
へ委託することが条件となってい
ることから、本機構会計規程第16
条第1項および契約事務取扱細則第
23条第1項第1号（契約の性質又は
目的が競争を許さない場合）に該
当するため。

1,967,639円

消費税 98,381円

本件は、平成20年度に文部科学省
高等教育局が実施した公募に、本
機構学生生活部が申請し選定され
た事業について、本年度も継続し
て実施するものであり、文部科学
省高等教育局へ提出し受領された
省高等教育局
提出し受領された
実施計画書においては、筑波大学 一式
へ委託することが条件となってい
ることから、本機構会計規程第16
条第1項および契約事務取扱細則第
23条第1項第1号（契約の性質又は
目的が競争を許さない場合）に該
当するため。

1,904,762円

消費税 95,238円

No.15
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（九州大学）
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

福岡県福岡市東区箱崎六丁目
10番１号
国立大学法人九州大学

予定価格

―

契約金額
（円）

10,122,126

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委
経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て国立大学法人を選定するもので
あることから、本機構会計規程第
１６条第１項及び契約事務取扱細
則第２３条第１項第１２号に該当
するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（立正大学）
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都品川区大崎4-2-16
立正大学

―

9,517,750

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（中京大学）
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

愛知県名古屋市昭和区八事本
町101-2
中京大学

―

7,403,000

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。
本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

備

考

No.16
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（学習院大学）
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.1

契約の相手方の氏名及び住所

東京都豊島区目白１丁目５番
１号
学校法人学習院

予定価格

―

契約金額
（円）

6,144,365

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（明治学院大学） 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.1

東京都港区白金台1-2-37
学校法人明治学院

―

4,993,945

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議 において 各年度毎の試験実
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施
機構 理事長 梶山 千里
委託一式（園田学園女子
神奈川県横浜市緑区長津田
大）学
町4259

H21.4.17

兵庫県尼崎市南塚口町１丁目
24番16号
学校法人園田学園

―

4,949,233

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

備

考

No.17
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施
機構 理事長 梶山 千里
委託一式（広島国際学院
神奈川県横浜市緑区長津田
大）
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.30

契約の相手方の氏名及び住所

広島県広島市安芸区中野六丁
目20-1
広島国際学院大学

予定価格

―

契約金額
（円）

4,828,725

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（大阪経済大学） 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.30

大阪府大阪市東淀川区大隅２
丁目２番８号
大阪経済大学

―

3,499,729

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施
機構 理事長 梶山 千里
委託一式（フェリス女学院
神奈川県横浜市緑区長津田
大）学
町4259

H21.4.30

神奈川県横浜市泉区緑園4-5-3
フェリス女学院大学

―

3,456,143

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

備

考

No.18
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施
機構 理事長 梶山 千里
委託一式（神奈川工科大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.30

契約の相手方の氏名及び住所

神奈川県厚木市下荻野1030
神奈川工科大学

予定価格

―

契約金額
（円）

3,452,392

落札率

再就職の役
員の数

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（石巻専修大学） 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.30

宮城県石巻市南境新水戸１番
地
石巻専修大学

―

3,267,599

随意契約によることとした理由
本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。
本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
施協力大学がロ
テ ションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施
機構 理事長 梶山 千里
委託一式（東京家政学院
神奈川県横浜市緑区長津田
大）学
町4259

H21.4.30

東京都千代田区三番町22
学校法人東京家政学院

―

2,713,112

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

備

考

No.19
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施
機構 理事長 梶山 千里
委託一式（京都外国語大
神奈川県横浜市緑区長津田
学）
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.30

契約の相手方の氏名及び住所

京都府京都市右京区西院笠目
町６
学校法人京都外国語大学

予定価格

―

契約金額
（円）

2,164,250

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（富山国際大学） 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.30

富山県富山市東黒牧65-1
学校法人富山国際学園

―

2,089,560

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
本留学
域
会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（京都府立大学） 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.30

京都府京都市左京区下鴨半木
町１
京都府公立大学法人

―

1,724,250

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委
経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て国立大学法人を選定するもので
あることから、本機構会計規程第
１６条第１項及び契約事務取扱細
則第２３条第１項第１２号に該当
するため。

―

0

備

考

No.20
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（和光大学）
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.30

契約の相手方の氏名及び住所

東京都町田市金井町2160
和光大学

予定価格

―

契約金額
（円）

1,057,100

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（城西国際大学） 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.30

東京都千代田区紀尾井町3-26
学校法人城西国際大学

―

1,093,950

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議 にお
各年度毎 試験実
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（東京国際大学） 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.30

埼玉県川越市的場北1-13-1
東京国際大学

―

2,597,923

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

備

考

No.21
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験（第1回）実施 機構 理事長 梶山 千里
委託一式（国士舘大学）
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

契約を締結し
た日

H21.4.30

契約の相手方の氏名及び住所

東京都世田谷区世田谷4-28-1
学校法人国士舘

予定価格

―

契約金額
（円）

8,269,983

落札率

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

備

考

本試験の実施に当たっては、原則
として、日本留学試験を利用して
いる大学及び短期大学で構成する
「日本留学試験地域ブロック会
議」において、各年度毎の試験実
施協力大学がローテーションで選
定され、本機構が設置する実施委 経費概算
員会で実施協力大学として決定す
るものであり、実施協力大学とし
て選定するものであることから、
本機構会計規程第１６条第１項及
び契約事務取扱細則第２３条第１
項第１号に該当するため。

―

0

独立行政法人日本学生支援
日本留学試験国外実施委託 機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.30

N 88 J
l
SS 2/4
No.88,
Jalan
2/4, 47300
Petaling Jaya,Selangor
Darul Ehsan, Malaysia
マレーシア元留日学生協会
（JAGAM)

―

1,819,849

―

0

タクシーの利用契約

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.30

東京都杉並区高円寺北２－１
－２０
東京無線協同組合

―

6,332,060

―

タクシーの利用契約

一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.30

東京都豊島区巣鴨１－９－１
日個連東京都営業協同組合

―

5,458,920

―

独立行政法人日本学生支援
平成21年度～平成22年度
機構 理事長 梶山 千里
「留学交流」出版購入 一式 神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.30

東京都港区虎ノ門１-２１-１
８
株式会社時評社

―

309,200

―

本試験の国外実施に当たっては、
リスニング試験の実施等を踏まえ
た適切な会場の確保や国内の実施
と同等の試験実施体制の確保を必
と同等
試験実施体制 確保を必
須要件としており、在外公館より
推薦のあった海外の機関につい
経費概算
て、本機構が設置する実施委員会
で実施協力機関として決定し、外
国で契約するものであることか
ら、本機構会計規程第１６条第１
項及び契約事務取扱細則第２３条
第１項第１１号に該当するため。

契約相手方を募集する公募におい
て、本機構の求める全ての条件を
満たしている者であり、契約相手
方の選定を許さないことから、本 一式6,030,534円 消費税301,526円
機構会計規程第１６条第１項及び
契約事務取扱細則第２３条第１項
0 第１号に該当するため。
契約相手方を募集する公募におい
て、本機構の求める全ての条件を
満たしている者であり、契約相手
方の選定を許さないことから、本 一式5,198,972円 消費税259,948円
機構会計規程第１６条第１項及び
契約事務取扱細則第２３条第１項
0 第１号に該当するため。
本件企画競争による公募におい
て、審査を経て選定された企画内 ①著作権使用料
容を実行できる相手方は他に存在 販売部数2000部以上で販売部数×本体
せず、競争を許さないことから本 価格2％
機構会計規程第１６条第１項及び ②広告掲載協力金
契約事務取扱細則第２３条第１項 消費税を含む広告料金の20％ 【収入】
0 第１号に該当するため。

No.22
随

意

契

約

一

覧

平成21年4月分
物品等又は役務の名称及び
数量

契約者の氏名及び所在地

契約を締結し
た日

独立行政法人日本学生支援
平成21年度「大学と学生」 機構 理事長 梶山 千里
出版及び販売業務 一式
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.30

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H21.4.30

韓国事務所賃貸借

契約の相手方の氏名及び住所

東京都文京区水道２－１７－
１－２０１
株式会社新聞ダイジェスト社

ソウル特別市鍾路区雲泥洞98
－78
又醒開発株式会社

予定価格

契約金額
（円）

落札率

―

667,955

―

―

2,383,920

―

再就職の役
員の数

随意契約によることとした理由

本件企画競争による公募におい
て、審査を経て選定された企画内
容を実行できる相手方は他に存在
せず、競争を許さないことから本
機構会計規程第１６条第１項及び
契約事務取扱細則第２３条第１項
0 第１号に該当するため。
本機構の韓国における留学促進事
業の拠点として日本への留学希望
者の利便を踏まえた場所及び建物
を選定する必要があり、代替性の
ない建物について外国で賃借する
ことから、本機構会計規定第16条
第１項及び契約事務取扱細則第23
条第１項第11号（外国で契約する
0 場合）に該当するため。

備

考

①著作権使用料
販売部数×本体価格（490円）×7％
②広告掲載協力金
消費税を含む広告料金の20％【収入】

①賃料1,617,000ウオン×12ヶ月
②管理費866,250ウオン×12ヶ月

